
主食 牛乳 主菜・副菜・その他

遷喬小学校 竹内　聰

明徳小学校 森村　渚

久松小学校 足立　郁美

津ノ井小学校 白間　三幸

東郷小学校 勝連　皆佳

米里小学校 濱崎　香織

岡野萌

鈴木貞子

平井　恵理

谷口　まい

河原学校
給食センター

上寺地米ご飯 牛乳

かれいのから揚げ
雨滝ゆばのすまし汁
鹿野地鶏ピヨの塩こうじ炒
め
二十世紀梨

米　豆腐　二十世紀梨　牛乳
上寺地米　かれい　ゆば　え
のきたけ　ほうれんそう　白ね
ぎ　地鶏　エリンギ　もやし　塩
こうじ　しょうゆ

　とっとり県民の日にちなみ、鳥取県の農産物、
海産物、畜産物が一度に味わえる献立です。よ
り身近なところでおいしいものが作られているこ
とを感じてもらおうと、上寺地米、かれい、雨滝ゆ
ば、地鶏、塩こうじ、二十世紀梨など鳥取市内で
作られたものを多く取り入れました。この給食を
きっかけに地元食材のおいしさや、自分たちが
住む鳥取県のよさを見直してもらえたらと思いま
す。

河原第一
小学校

　地産地消について知り、給食や
日常の食事と深く関わっているこ
とを理解する。【食文化】

市村理絵 9月10日

気高学校
給食センター

上寺地米ご飯 牛乳

かれいのから揚げ
雨滝ゆばのすまし汁
鹿野地鶏ピヨの塩こうじ炒
め
二十世紀梨

【気高町産】
　米　ほうれんそう　キャベツ
二十世紀梨
【鳥取県産】
　牛乳　エテカレイ　ゆば
えのきたけ　豆腐　鹿野地鶏
ピヨ　エリンギ　もやし

　とっとり県民の日にちなみ、鳥取県の食材を多
く取り入れた献立にした。「かれい」「雨滝ゆば」
「二十世紀梨」など取り入れている。デザートは、
気高町産の二十世紀梨で、地元や鳥取県で作ら
れた食材を楽しめる。

宝木小学校
４年生

　とっとり県民の日を通して、地元
の食べ物について興味や関心を
もつこができる【食文化】

山本　かおり 9月10日

鳥取市

ご飯
国府学校

給食センター
9月10日

牛乳ご飯
湖東学校

給食センター
9月10日

　「とっとり県民の日」をきっかけ
に、鳥取県の食材や特産物につ
いて知り、鳥取県の良さを考える
きっかけとする。【食文化】

宮ノ下小学校

　「鳥取のうま味ぎゅっーとドライカレー」は、鳥取
県産の牛肉と豚肉、大豆や国府町産のたまね
ぎ、にんにくがが入ったドライカレーです。「ふるさ
との恵み汁」は、国府で作られている豆腐、ゆ
ば、たまねぎや、福部で作られている油揚げや
みそが入っていて地元の食材のおいしさを味わ
えます。「星取県サラダ」は、星形のにんじんや
県産のブロッコリーを入れて鳥取をイメージしま
した。デザートは特産の二十世紀梨を使ったゼ
リーを取り入れました。地元(国府、福部)や鳥取
県で作られた食材を楽しめる献立になっていま
す。

(地元産)米、たまねぎ、にんに
く、豆腐、油揚げ、ゆば、みそ

(県内産)牛肉、豚肉、大豆、に
んじん、白ねぎ、ブロッコリー、
キャベツ、ロースハム、二十世
紀梨ゼリー

鳥取のうま味ぎゅーっと
ドライカレー
ふるさとの恵み汁
星取県サラダ
二十世紀梨ゼリー

牛乳

9月10日

9月10日

　学校給食をとおして、地元の食
べ物や地産地消の取り組みを知
り味わって食べることができる。

湖山西小学校

　「とっとり県民の日」にちなんで、鳥取県の特産
物や食材をふんだんに取り入れた献立です。主
菜は、鳥取港で水揚げされた「はたはた」のから
揚げ。すまし汁には酒津わかめと豆腐竹輪を取
り入れ、副菜は砂丘ながいもと地元で加工され
た梅ペーストを使い、さっぱりとした和え物に仕
上げました。
デザートは、鳥取県の代表的な秋の味覚「二十
世紀梨」のシャーベットです。

米・はたはた・酒ノ津わかめ・
豆腐竹輪・砂丘ながいも・梅
ペースト・たまねぎ・二十世紀
梨・牛乳・醤油

第一学校
給食センター

　ふるさとの食べ物に興味関心を
持ち、地産地消を進めようとする
意欲を高める。

　鳥取港で水揚げされたはたはたや、北栄町の
ながいも、鳥取市のわかめなど、鳥取県内各地
の特産品を詰め込んだ献立です。

米・牛乳・はたはた・わかめ・
たまねぎ・豆腐竹輪・ながい
も・梅ペースト・しょうゆ・二十
世紀梨

はたはたのから揚げ
酒ノ津わかめのすまし汁
砂丘ながいもの梅サラダ
二十世紀梨シャーベット

牛乳ご飯
第二学校

給食センター

　学校給食に使用されている産
物を知り、地産地消や地域の美
味しい食材について学び、興味・
関心を深める。

　「給食を通して、ふるさとを愛する心を育ててほ
しい」と願いを込めて主菜や副菜・汁物に鳥取市
や鳥取県の食材を取り入れました。また、デザー
トには鳥取市産の梨とレモン果汁を使用して作ら
れたシャーベットを取り入れています。

ご飯、牛乳、はたはた、みそ、
わかめ、豆腐竹輪、ながいも、
梅、しょうゆ、二十世紀梨
シャーベット

牛乳ご飯

はたはたのから揚げ
酒ノ津わかめのすまし汁
砂丘ながいもの梅サラダ
二十世紀梨シャーベット

はたはたのから揚げ
酒ノ津わかめのすまし汁
砂丘ながいもの梅サラダ
二十世紀梨シャーベット

指導予定日

献立名

市町村名 調理場名 献立の特徴 指導者食に関する指導のねらい
使用する地元食材
（地元産・県内産）

指導実施校

令和３年度　「とっとり県民の日」の学校給食を活用した食に関する指導の実施計画



鹿野学校
給食センター

上寺地米
おこわ

牛乳

かれいのから揚げ
雨滝ゆばのすまし汁
鹿野地鶏ピヨの塩こうじ炒
め
二十世紀梨

【鹿野町産】
もち米　鹿野地鶏ピヨ
【鳥取県産】
牛乳　上寺地米　エテカレイ
ゆば　えのきたけ  エリンギ
豆腐
ほうれんそう　白ねぎ
二十世紀梨

　とっとり県民の日にちなみ、鳥取県の食材を多
く取り入れた献立にした。「かれい」「雨滝ゆば」
「二十世紀梨」など取り入れている。地元や鳥取
県で作られた食材を楽しめる。

鹿野学園(流沙
川学舎）

　とっとり県民の日を通して、鳥取
県ではどのようなものがつくられ
ているのかを知り、興味・関心を
深め、自然豊かな鳥取県の魅力
を感じさせる。

森下　直子 9月10日

青谷
給食センター

上寺地米
ご飯

牛乳

かれいのから揚げ
雨滝ゆばのすまし汁
鹿野地鶏ピヨの塩こうじ炒
め
二十世紀梨

【青谷町産】
　精白米（きぬむすめ）・上
  寺地米
【県内産】
　牛乳・かれい・ゆば・えの
　きたけ・ほうれんそう・豆
　腐・だいこん・白ねぎ・鹿
　野地鶏ピヨ・エリンギ・キャ
　ベツ・にんじん・もやし・塩
　こうじ・二十世紀梨

　主食に使う上寺地米は、青谷小学校児童（５
年生）と青谷高校生徒が田植えと収穫を一緒
に行ったものです。
　主菜には、県産のかれいを、副菜には鹿野
地鶏ピヨを使用します。
　県民の日ということで、鳥取県の特産物「二
十世紀梨」をデザートにつけました。
　自然豊かな鳥取県の魅力がいっぱい詰ま
った献立です。

青谷中学校

 
　二十世紀梨をとおして郷土
のすばらしさを再認識し、郷
土に対する愛着を持つ。
                         【食文化】

徳尾　智恵 9月10日

岩美町
岩美町

学校給食
共同調理場

きのこ王国
とっとりご飯

牛乳
豆腐竹輪ナゲット
網代わかめのみそ汁
二十世紀梨のそぼろ煮

【地元食材】米、網代わかめ、
たまねぎ、みそ、二十世紀梨、
じゃがいも
【県内食材】牛乳、にんじん、
油揚げ、豆腐竹輪ナゲット、
えのきたけ、ほうれんそう、
煮干し、しめじ、鶏肉、しょうが

　とっとり県民の日にちなみ、鳥取県の特産品や
食材をたくさん使用しました。岩美町産コシヒカリ
とひとめぼれのブレンド米「おかわりくん」を使用
したご飯は、きのこの栽培に力を入れている鳥
取県をPRできるように炊き込みご飯にしました。
また、県東部を代表する特産品「豆腐竹輪」をア
レンジしたナゲット、地元網代漁港で水揚げ加工
されたわかめを使ったみそ汁、鳥取県のマスコッ
トキャラクター「トリピー」のモチーフにもなった
「二十世紀梨」を取り入れ、鳥取県の魅力を発信
できるような献立となっています。

岩美西小学校

　鳥取県の特産物を通して、ふる
さとの良さについて知り、大切に
する心を育む。【食文化・感謝の
心】

林　藍子 9月10日

東郷

西田

若桜町
若桜町立
学校給食
センター

星空舞 牛乳

境港サーモンのハーブ焼
き
かにと豆腐のスープ
長いもサラダ
二十世紀梨

【地元産】
　木綿豆腐・たまねぎ・キャベ
ツ
【県内産】
　星空舞・境港サーモン・かに
たまご・葉ねぎ・長いも
らっきょう・二十世紀梨

　鳥取県の特産品である「かに」「長いも」「らっ
きょう」「二十世紀梨」や、若桜町産、鳥取県産の
食材を多く使用した献立。

若桜学園小学校

　給食で、鳥取県の食材を味わい
ながら鳥取県の風土や歴史につ
いて知ることで、自分たちの住む
郷土を深く知り、愛する心を育
む。

池田和子 9月10日

智頭町
智頭町

学校給食
センター

星空舞ご飯 牛乳

鳥取地どりピヨンのビッグ
から揚げ
丸ごとっとりカレー
砂丘のお宝サラダ
二十世紀梨

星空舞、牛乳、鳥取地どりピ
ヨ、鹿肉、いか、豆腐ちくわ、
じゃがいも、たまねぎ、にんじ
ん、にんにく、しょうが、二十世
紀梨ピューレ、らっきょう甘酢

漬け、ながいも、きゅうり、梨＆
らっきょうドレッシング（塩）、二

十世紀梨

　地元で誕生した、星のように輝くお米「星空舞」
を使用したご飯に、鳥取県が誇る地鶏「鳥取地ど
りピヨ」をピヨ特徴であるコクや歯ごたえが感じら
れるようにから揚げにしました。また、地元産の
鹿肉やいか、豆腐ちくわなど鳥取の恵みを丸ごと
詰め込んだカレーや、砂丘地を活用した栽培が
さかんならきょうとながいもを使ったサラダなど、
海の幸にも山の幸にも恵まれたふるさと鳥取県
の良さを感じてもらえるように献立を工夫しまし
た。

智頭小学校
　とっとり県民の日を知り、給食を
通してふるさとの食べ物に興味関
心をもつ【食文化)

上田志津子 9月10日

八頭町
学校給食

共同調理場
9月10日八頭町

　鳥取県の特産物、特産品を知
り、地元の恵みに感謝する心を育
む。【食文化】【感謝の心】

郡家西小学校

　ご飯には「星空舞」を使用します。ステーキは、
きのこ王国とっとりの椎茸に鳥取和牛の肉汁が
からまった、子どもの大好きな一品です。「砂丘
の宝石」ともいわれる砂丘らっきょうは、子供が
食べやすいように味付けされ細かく刻みサラダ
のアクセントになっています。鳥取県のマスコット
キャラクター「トリピー」のモチーフにもなっている
二十世紀梨は、八頭町産のものをデザートとして
付けています。どれも鳥取県の魅力が詰まった
献立です。

・しいたけ　　　・らっきょう
・だいこん　　　・ほしぞらまい
・たけのこ　　　・とっとりわぎゅ
う
・きくらげ
・にんじん
・きゅうり
・にんにく
・ほうれんそう
・ブロッコリー

・鳥取の王国ステーキ
・ふるさとの幸スープ
・星空サラダ
・二十世紀梨

牛乳星空舞ご飯

鳥取市



小鴨小学校 山田　智恵

小鴨小学校 森本　知愛

関金小学校 磯本　宰子

新　倫子

増田　知子

湯梨浜町立
泊小学校

大山おこわ 牛乳

はまちの揚げ煮
泊ほうれんそうと泊漬け
の和えもの
あごちくわのすまし汁
二十世紀梨

米・牛乳・はまち・ほうれんそ
う・泊漬け・たまねぎ・あごちく
わ・たまねぎ・豆腐・えのきた
け・二十世紀梨

　鳥取県といえば・・・を考えてもらうように、鳥取
にちなんだ郷土料理や特産物・食材を取り入れ
ました。快晴の日には、大山の山が見える場所
に位置ある場所泊で、鳥取県のおいしいものを
みつけてもらう献立です。

泊小学校
・とっとり県民の日について
・鳥取県の特産品について

花木由起子 9月10日

三朝町
三朝町

調理センター
ご飯 牛乳

鳥取和牛のサイコロス
テーキ
らっきょうサラダ
長芋のスープ
二十世紀梨

（地元産）米・たまねぎ・にんに
く・赤たまねぎ・きゅうり・二十
世紀梨
（県内産）牛乳・鳥取和牛・らっ
きょう・トマト・長芋・しめじ・チ
ンゲン菜・ベーコン

　二十世紀梨、鳥取和牛、らっきょう、長芋などの
鳥取県の特産物と、地元産の食材を多く取り入
れた献立です。鳥取県の食の豊かさをおいしく食
べながら知ってほしいと思います。

三朝中学校

　給食を通して地元産の食材や
特産物について知り、ふるさと鳥
取県のよさについて考えるきっか
けとする。【食文化】

福田かおり 9月10日

中井利江子

野見　恵

八橋小学校 萬かおり

浦安小学校 前田雅子

米子市立
住吉小学校

　鳥取県の風土の特徴や産物を
知り、郷土の食文化に関心と
　感謝の心をもつ。
【食文化】【感謝の心】

山下　恵 9月9日

米子市立
車尾小学校

　鳥取県の食の豊かさを知り、鳥
取県産の食べ物を積極的に食べ
たり、知ろうとする意欲を持たせ
る。【食文化】

原　秀樹 9月10日

米子市立
明道小学校

　鳥取県の風土の特徴や産物を
知り、郷土の食文化に興味感心
を持つ。【食文化】

河合　雅美 9月10日

湯梨浜町

米子市立学校
給食センター

湯梨浜町立
学校給食
センター

北栄町
学校給食
センター

9月10日ごはん 牛乳

大地のハーブどりのから
あげ
きのこサラダ
鳥取和牛のなしカレー
らっきょう

米、牛乳、鶏肉、にんにく、き
のこミックス（えのきたけ、しい
たけ、エリンギ、ヤナギマツタ
ケ）、豆腐ちくわ、きゃべつ、牛
肉、にんじん、たまねぎ、じゃ
がいも、トマト、二十世紀梨、
らっきょう漬け

　琴浦町地域おこし協力隊の協力を得て、オンラ
イン企画「コトトーク」内での話し合いをもとに献
立を作成しました。コトトークとは、琴浦町役場が
主催する、県外にいる若者が琴浦町に帰って来
やすい環境作り、つながり作りを目的とした取組
です。ふるさとを離れ県外に出たからこそ気づく、
鳥取県や琴浦町の食の魅力満載の献立になり
ました。

　琴浦町や鳥取県が誇る豊かな
食材を知り、食材の食感や味など
を確認しながら給食を食べること
ができる。

9月10日

　地域の自然条件を生かした食
料生産が営まれていることや地
産地消の利点を理解するととも
に、生産者に対する感謝の心を
育む。

北条小学校

　鳥取県の豊かな自然と生産者の努力により、
肉質が軟らかくおいしい肉として高い評価を受け
ている「鳥取和牛」を献立に取り入れました。あご
竹輪や梨など、鳥取県の魅力をアピールする献
立です。

（地元産）
　米にんじん、焼肉のたれ
（県内産）
　牛乳、牛肉、あご竹輪、豆
腐、たまねぎ、ねぎ、こまつ
な、梨

鳥取和牛のサイコロス
テーキ
あご竹輪のすまし汁
千草和え
梨（新甘泉）

9月10日

牛乳

牛乳ご飯北栄町

琴浦町
琴浦町立
学校給食
センター

　地域の食べ物を知り、地元の恵みが味わえる
よう鳥取県の特産品や倉吉産の食材を使ったメ
ニューを組み合わせました。
【とびうおフライ】赤碕港で水揚げされたとびうお
を手作りのフライにします。
【らっきょうのさわやかサラダ】鳥取県の特産品で
ある砂丘らっきょうや倉吉産のきゅうり、鳥取県
産の生わかめ等を食べやすいようさっぱりとした
味付にします。
【倉吉野菜】カレーは、倉吉産のかぼちゃや鳥取
県産の食材のうま味が溶け込むようしっかり煮
込んで仕上げます。

　「とっとり県民の日」を通して、地
元の食材や特産品を知り、味わう
ことでふるさとの恵みや、生産者
へ感謝する気持ちを育む。

9月10日

わかめご飯
中学校は麦入

り

白身魚の梨ソース焼き
ハムサラダ
コンソメスープ
梨ゼリー

米・牛乳・タラ・梨ピューレ
ロースハム・ブロッコリー
鶏肉・チンゲンサイ
梨ゼリー

　鳥取県特産の二十世紀梨のピューレを使い白
身魚に味をつけました。ほのかな甘みが人気の
献立です。デザートにも二十世紀梨のゼリーで
す。さっぱりとした味わいが、残暑厳しい日々に
ピッタリです。豊かな自然の中で育った食材をい
ただきながら、私たちの故郷、鳥取県は自慢でき
ることを確信できる献立です。

湯梨浜中学校
　鳥取県の豊かな食材から、ふる
さとは自慢できることを再確認す
る。

倉吉市
倉吉市立
学校給食
センター

大山こむぎ
コッペパン

とっ鶏の梨ソース
海の幸いかのマリネ
星取県スープ

牛乳

(地元産）
　大山こむぎ　にんじん　白ね
ぎ
（県内産）
　牛乳　鶏肉　梨ピューレー
トマトピューレー　いか　きゅう
り　チンゲン菜　キャベツ

ごはん 牛乳

とびうおフライ
らっきょうのさわやか
サラダ
倉吉野菜カレー
二十世紀梨ゼリー

（地元食材）
　米、きゅうり、玉ねぎ、
かぼちゃ、じゃがいも、なす
（県内食材）
　牛乳、とびうお、らっきょう、
生わかめ、鶏肉、
梨ピューレ、トマトピューレ、
二十世紀梨ゼリー

　海と山に囲まれた自然豊かな鳥取県には、海
の幸、山の幸がたくさんあります。大山の麓の肥
沃な土壌と、天然水で育てられた大山こむぎを
使ったコッペパンと、主菜には県産鶏をから揚げ
にして、特産の二十世紀梨とトマトのソースをか
けます。鳥取県と鶏肉をかけた遊び心のある
ネーミングで魅力あふれる鳥取県をアピールしま
す。海の幸のいかと旬の野菜を使ったマリネや、
星形の米粉マカロニや県産の野菜を使った鳥取
県の美しい星空をイメージした星取県スープもあ
ります。

米子市



米子市立
福米西小学校

　鳥取県の食べ物を知り、鳥取県
は食材豊かな県であり、『食のみ
やこ』であることがわかる。食べ
物を通し、郷土に興味関心を持つ
ことができる。【食文化】

三宅　文佳 9月10日

米子市立
福生東小学校

　とっとり県民の日を通して、鳥取
県の特徴や産物を知り、郷土へ
の興味関心と豊かな食の恵みに
感謝する心を持つ。
【食文化】【感謝の心】

尾沢　彩乃 9月10日

米子市立
彦名小学校

　とっとり県民の日の給食を通し
て鳥取県の自然の豊かさや特産
物を知り、鳥取県について興味関
心をもつ。【食文化】

景山　千津 9月10日

米子市立
河崎小学校

　鳥取県の風土の特産物を知り、
郷土の食文化に興味関心と感謝
の心をもつ。
【食文化】【感謝の心】

藤原　由佳 9月10日

米子市立
伯仙小学校

　とっとり県民の日について理解
し、給食をとおして鳥取県の特産
物や産物について学び、郷土に
関心をもち理解を深める。
【食文化】

野村　祥子 9月10日

米子市立
尚徳小学校

　鳥取県の特産物や風土の特徴
を知り、郷土の食文化や食の豊
かさに感謝する。
【食文化】

油谷　直哉 9月10日

米子市立
淀江小学校

　当日の給食をとおして、鳥取県
の気候や風土、食文化、特産品
を知り、ふるさとに興味・関心をも
つ。【食文化】

伊藤　美和子 9月10日

第二中学校 島根麻衣子

外江小学校 星野記史

境小学校 山本千鶴

南部町立
西伯

小学校
露木浩子

南部町立
西伯学校給食

センター
野口千恵美

米子市立尚徳
共同調理場

米子市立弓ヶ
浜

共同調理場

米子市立第二
学校給食セン

ター

境港市
境港市学校給

食センター
牛乳

9月10日

9月10日

南部町

【境港市産】
　クロマグロ、にんにく、キャベ
ツ、さつまいも、白ねぎ、煮干
し
【鳥取県内産】
　米、牛乳、わかめ、二十世紀
梨ゼリー、しょうゆ、みそ

まぐろの唐揚げテリヤキ
ソース
みなとの生わかめサラダ
浜のいも汁
二十世紀梨ゼリー

ごはん

麦ごはん 牛乳

・とっとり県民の日にちなんだ献
立の料理やそれに使用されてい
る地場産物を通して、昔から鳥取
県内の土地を上手に生かして作
られていることを知る。
・自分たちが住む地域には豊か
な自然があり、自然の恩恵によっ
て豊かな食生活を送ることができ
ることを理解する。

・主食は、中海の海藻を肥料とし、日野町で栽培
された「海藻米」を毎日使用している。
・境港で水揚げされた「クロマグロ」を唐揚げに
し、手作りテリヤキソースをかけて仕上げる。
・サラダは、鳥取県沿岸で育った生わかめを使
用。一緒に入るキャベツは、境港市産。
・浜のいも汁は、境港市で多く栽培されている
「白ねぎ」や、「さつまいも」を入れた地元のみそ
汁。
・県内統一食材の梨は、「二十世紀梨」の果汁を
使ったゼリーをデザートとして提供。

　鳥取県の県章、県花、県魚や給
食に取り入れた特産物の鳥取和
牛や梨などについて、クイズを通
して知ることで、鳥取県に対する
理解と関心につなげる。

西伯小学校

　主菜の『鳥取和牛のみそ煮』は、県産食材学校
給食提供事業により、鳥取和牛の提供が実現し
ました。梨ピューレをかくし味にして自然な甘みを
加え、煮ることで冷めても柔らかさが保てるよう
にして、肉質日本一の鳥取和牛のおいしさが生
かせるように工夫しています。みそ味で、町内産
コシヒカリのごはんとも相性抜群です。
　全体のバランスを考え、副菜はさっぱりと、汁
は、うま味が強くのどごしのよい県産のとろろも
ずくのかき玉汁にしました。

米・鳥取和牛・にんにく・たま
ねぎ・味噌・こまつな・干ししい
たけ・とろろもずく・豆腐・さくら
たまご・梨ピューレ

【主菜】鳥取和牛のみそ煮
【副菜】ごま和え
【汁物】とろろもずくのかき
玉汁
【その他】二十世紀梨ゼ
リー

米子市

　海と山に囲まれた自然豊かな鳥取県には、海
の幸、山の幸がたくさんあります。大山の麓の肥
沃な土壌と、天然水で育てられた大山こむぎを
使ったコッペパンと、主菜には県産鶏をから揚げ
にして、特産の二十世紀梨とトマトのソースをか
けます。鳥取県と鶏肉をかけた遊び心のある
ネーミングで魅力あふれる鳥取県をアピールしま
す。海の幸のいかと旬の野菜を使ったマリネや、
星形の米粉マカロニや県産の野菜を使った鳥取
県の美しい星空をイメージした星取県スープもあ
ります。

(地元産）
　大山こむぎ　にんじん　白ね
ぎ
（県内産）
　牛乳　鶏肉　梨ピューレー
トマトピューレー　いか　きゅう
り　チンゲン菜　キャベツ

とっ鶏の梨ソース
海の幸いかのマリネ
星取県スープ

牛乳
大山こむぎ
コッペパン



南部町
南部町立

会見学校給食
センター

麦ごはん 牛乳

鳥取和牛の味噌煮
千草和え
あかもくのかきたま汁
あいみ燦ゴールド梨

精白米　牛乳　たまねぎ　干し
しいたけ　あかもく　鶏卵　白
ねぎ　しょうゆ　牛肉　こんにゃ
く　味噌　ほうれん草　　えのき
たけ　あいみ燦ゴールド梨

　南部町では、　９月１２日「とっとり県民の日」に
ちなんで９月６日から１０日まで、”食のみやこ鳥
取発見ウイーク～ふるさと自慢の食べ物を見つ
けよう～”と題して給食を行います。１０日の献立
は、県産和牛肉と地元のみそを使って、やわら
かい味噌煮にします。そのほか、「あかもく」や
「あいみ燦ゴールド梨」など鳥取県の自慢の味を
詰め込み、“食のみやこ・鳥取県”の魅力が実感
できる献立を予定しています。

会見小学校

　鳥取県の県章、県花、県魚や給
食に取り入れた特産物について、
クイズを通して知ることで、鳥取
県に対する理解と関心につなげ
る。普段の生活と結び付けて考
え、地元のおいしい食材が身近
にあることを知る。

中田幸子 9月10日

永岡泰子

宅野暁美

日吉津村 日吉津小学校 ごはん 牛乳

あごのらっきょう南蛮
季節の野菜のごまあえ
じゃぶ汁
二十世紀梨

米、干し椎茸
牛乳、とびうお、キャベツ、小
松菜、鶏肉、白ねぎ、さとい
も、油揚げ、二十世紀梨

　山陰地方で「あご」といわれる「とびうお」と、「砂
丘らっきょう」の組み合わせで、主菜は鳥取県ら
しさを出しました。また副菜は地元の野菜をたっ
ぷり使い、郷土料理の「じゃぶ汁」を組み合わ
せ、海の幸、山の幸を味わえます。デザートは鳥
取県産の二十世紀梨で、口に広がるさわやかな
味と香りに、秋の訪れを感じることができるように
しました。

日吉津小学校

　鳥取県の郷土料理や食材につ
いて知り、ふるさとの味を守り、受
け継ぐことの大切さがわかる。
【食文化】

三輪素子 9月10日

大山町
大山町立大山
学校給食セン

ター
大山コッペパン 牛乳

鳥取和牛の
サイコロステーキ
砂丘ながいものスープ
らっきょうサラダ
梨シャーベット

豆乳　にんじん　たまねぎ
きゅうり　牛乳　牛肉　ぶなし
めじ　鶏肉　ながいも　ブロッコ
リー　らっきょう　梨

　鳥取県の特産品であるらっきょうや梨、砂丘な
がいもなど、地元のおいしい食品を献立にたくさ
ん取り入れました。また、歴史的にも大山町と縁
の深い鳥取和牛をサイコロステーキにしました。
給食を通して、鳥取県の地域の特徴や自然の豊
かさを伝えていけるように考えました。

大山小学校

　梨やらっきょうについてクイズな
どを行い、地元で生産される食品
について関心を持つことができる
ようにします。

池内　華苗 9月9日

大山町
大山町立

中山小学校
星空舞ごはん 牛乳

鳥取和牛の
サイコロステーキ
砂丘ながいものスープ
らっきょうサラダ
梨シャーベット

星空舞　たまねぎ　きゅうり
牛乳　牛肉　塩こうじ　ぶなし
めじ　鶏肉　ながいも　ブロッコ
リー　らっきょう　梨

　鳥取県の特産品であるらっきょうや梨、砂丘な
がいもなど、地元のおいしい食品を献立にたくさ
ん取り入れました。また、歴史的にも大山町と縁
の深い鳥取和牛をサイコロステーキにしました。
給食を通して、鳥取県の地域の特徴や自然の豊
かさを伝えていけるように考えました。

中山小学校

　星空舞や梨、らっきょうについて
クイズなどを行い、地元で生産さ
れる食品について関心を持つこと
ができるようにします。

森　直美 9月9日

大山町
大山町立

名和学校給食
センター

麦ごはん 牛乳

鳥取和牛の
サイコロステーキ
砂丘ながいものスープ
らっきょうサラダ
梨シャーベット

星空舞　牛乳　たまねぎ　牛肉
塩こうじ　えのきたけ　ながい
も　白ねぎ　ブロッコリー　らっ
きょう　梨

　鳥取県の特産品であるらっきょうや梨、砂丘な
がいもなど、地元のおいしい食品を献立にたくさ
ん取り入れました。また、歴史的にも大山町と縁
の深い鳥取和牛をサイコロステーキにしました。
給食を通して、鳥取県の地域の特徴や自然の豊
かさを伝えていけるように考えました。

名和小学校

　星空舞や梨、らっきょうについて
クイズなどを行い、県内で生産さ
れる食品について関心を持つこと
ができるようにします。

表　俊美 9月10日

日南町
日南町立
学校給食
センター

ごはん 牛乳

ハマチの香草パン粉焼き
あまぴーのピクルス
ビーフシチュー
二十世紀梨

米・牛乳・ハマチ・にんにく
ブロッコリー・あまぴー赤
あまぴー黄・きゅうり
牛肉・玉ねぎ・エリンギ
二十世紀梨

　鳥取県特産の牛肉は、日南町産のコシヒカリに
よく合い、子ども達の大好きなビーフシチューにし
て、うまみを余すことなくいただきます。
　主菜は鳥取県産のハマチで、ビーフシチューと
合わせ、日南町産のにんにくを効かせた洋風仕
立てにします。副菜は、彩りのよい、日南町産の
あまぴーを使い、デザートには、二十世紀梨をそ
のままで味わいます。主食からデザートまで、鳥
取県産、　日南町産の素材を盛り込んだ献立で
す。

日南中学校

・鳥取県の産物・日南町の産物の
よさを知り、親しみを持たせる。
【心身の健康・食文化】
・日々の給食や家庭の食事で、
地元の食材を積極的に取り入れ
ようとする意欲につなげる。【食品
の選択】

石原由喜子 9月10日

9月10日

米、牛肉、筍、エリンギ、ピー
マン、きゅうり、らっきょう漬け、
玉葱、干ししいたけ、にんじ
ん、冬瓜、油揚げ、みそ、白ね
ぎ、しょうゆ、二十世紀梨

　伯耆町は、豊かな自然に囲まれ、地元産のお
米や野菜は、おいしい天然水と豊富な養分を含
む土地で育てられています。鳥取県特産の鳥取
和牛、砂丘らっきょうと地元で収穫された野菜を
ふんだんに使用しています。二十世紀梨も、伯耆
町で収穫されたものを使います。

とりモーのチンジャオロー
ス
らっきょうサラダ
ふるさとの恵み汁
二十世紀梨

岸本小学校

　地元の農産物や特産物につい
て知り、鳥取県や伯耆町を愛する
心や感謝の気持ちを育てる。
【食文化】【感謝の心】

伯耆町
伯耆町立

学校給食セン
ター

ごはん 牛乳



日野町
日野町立
学校給食
センター

ごはん 牛乳

・あじフライ
・星取県のキラキラサラダ
・鳥取ジビエのキーマカ
レー

・日野米　・牛乳
・あじ
・きゅうり　・あまピー
・鹿肉　・舞茸　・ぶなしめじ
・たまねぎ　・ブロッコリー
・二十世紀梨

　主食は、日野町で生産された美味しい日野米
です。主菜は境港で水揚げされたあじを使ったフ
ライ、副菜は地元の野菜と星型チーズ、寒天を
使いキラキラと輝く満点の星空をイメージしたサ
ラダ、汁ものは鹿肉と県内でとれた野菜やきのこ
を使ったキーマカレーです。鳥取県はカレールウ
の購入量が日本一ということで鳥取県の日本一
にも目を向ける機会になればと思い計画しまし
た。デザートは、鳥取県特産の二十世紀梨とし、
鳥取県の海の幸・山の幸が楽しめる献立となっ
ています。

根雨小学校

　給食に使われている県内産の
食材を知り、味わうことで、海の
幸・山の幸に恵まれた「食のみや
こ鳥取」の良さに気付くとともに、
ふるさとを愛する心を育む。

坂井恭子 9月10日

江府町
江府町立
学校給食
センター

ごはん 牛乳

境港サーモンのマヨネー
ズ焼
長いもの梅あえ
あごちくわのすまし汁
二十世紀梨ゼリー

米　牛乳　境港サーモン　きゅ
うり　長いも　しめじ　豆腐
あごちくわ　たまねぎ　わかめ
白ねぎ　二十世紀梨ゼリー

  主食のお米は、江府町で栽培された特別栽培
米コシヒカリです。
　主菜は、境港市で育てられている境港サーモン
にマヨネーズをかけて焼いたマヨネーズ焼です。
　副菜は鳥取県の特産品である長いもを使った
「長いものうめあえ」、県の特産品であるあごちく
わや県内産のわかめ、とうふ、しめじなどを入れ
た「あごちくわのすまし汁」です。
　デザートには、県内産の二十世紀梨で作られ
た二十世紀梨ゼリーをつけます。

江府小学校

　鳥取県内や江府町でできる食
材について知り、地元の食材を食
べることの良さを知るとともに、そ
れらを食べる意欲をもつ。

福井千穂 9月10日（金）

国立
鳥取大学附属

学校給食
センター

麦ごはん 牛乳

鹿野地鶏ピヨのすき焼き
さばの塩焼き
らっきょうのさっぱり和え
二十世紀梨ゼリー

米・牛乳・鹿野地鶏ピヨ
人参・さば・らっきょう
きゅうり・二十世紀梨

　すき焼きは地鶏の旨味と甘みをふんだんに生
かした味付けとしています。弾力のある鹿野地鶏
を活用することで、咀嚼回数を増やすこともでき
るようになっています。また全てのおかずに県
産・地元産の食材を活用することで鳥取県の食
材を意識できるような献立としています。

鳥取大学附属
小学校

　とっとり県民の日を知る。鳥取
県産の食材について知り、日常
の食事に関連づけて考え、身近
に感じることができる。【食文化】

幾田琴子 9月10日

鳥取養護学校
（高等部）

岩﨑 9月10日

鳥取養護学校
（中学部）

田中 9月10日

鳥取盲学校 ご飯 牛乳

鳥取のうま味ぎゅーっとド
ライカレー
ふるさとの恵み汁
星取県サラダ
二十世紀梨ゼリー

米、たまねぎ、にんにく、みそ、
豆腐、油揚げ、ゆば
牛肉、豚肉、大豆、にんじん、
白ねぎ、ブロッコリー、キャベ
ツ、ロースハム、二十世紀梨
ゼリー

　鳥取県産の牛肉、豚肉、大豆や国府町産のた
まねぎ、にんにくが入った「ドライカレー」。地元の
食材のおいしさが味わえる「ふるさとの恵み汁」。
星形のにんじんや県産のブロッコリーを入れて鳥
取をイメージした「星取県サラダ」。特産の二十世
紀梨を使った「ゼリー」。地元(国府、福部)や鳥取
県の食材を楽しめる献立になっています。

鳥取盲学校
　鳥取県の食材や特産物につい
て知り、鳥取県の良さを考える
きっかけとする【食文化】

山本貴美子 9月10日

鳥取養護学校 ご飯 牛乳

鶏肉のカレー揚げ
いか団子スープ
らっきょうサラダ
梨ゼリー

たまねぎ・らっきょう甘酢漬け・
ごはん・牛乳・鶏肉・いか団
子・しいたけ・チンゲンサイ・
きゅうり・梨ゼリー・濃口しょう
ゆ・淡口しょうゆ

　主菜は、鳥取県産の鶏肉をカレー味のから揚
げにします。これは、鳥取県がカレールウの購入
量が多いことにちなんだものです。副菜は県産
のいかを使った団子のスープ、砂丘らっきょうを
使ったサラダです。鳥取県産の食材を多く取り入
れた献立です。

　給食で使用している鳥取県の食
材を通して、鳥取県の魅力を再発
見する。【食文化】

県立


